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要旨 

 大学周辺に下宿する学生等には、家具・家電等のリユース（転出者が手放し、転入者が取得する）のニーズがある。それ

に対して、学生団体等によるリユース活動（転出者から品物を引き取り、転入者に提供する）が行われているが、労働集約

的で非効率な点が問題である。 

 そこで筆者らは、費用対効果を追求したリユース活動の仕組みを考案し、実証実験を行った。実験においては、①集積拠

点を設けユーザーに取扱品を運搬させる、②学生サークルとの取引により労働力を調達、③一般のブログサービスを活用し

た情報発信・応募受付などの工夫により合理化を実現した。 

この知見は、循環型社会の推進および学生の就学費負担の抑制に資すると期待される。 

 

キーワード 循環型社会、シェアリングエコノミー、リユース、家具・家電、学生支援 

 

本研究の意義 

 日本社会において、全ての官公庁と多くの民間企業が

年度の区切りを迎える3月から4月にかけては、勤め人

や学生が多数転居するいわば大移動の様相を呈する。こ

れに伴い、家具や家電製品をはじめ不要となった品が処

分され、新生活に必要な品が取得される。このタイミン

グで、ある人にとっては不要となったがまだ利用価値の

ある品を、必要とする人にマッチングできれば、廃棄物

を減少し循環型社会化を推進できる。現代の日本社会に

おいては、種々のリサイクルショップや、インターネッ

トオークション・フリマアプリ等のオンラインサービス、

SNS を介した個人間取引がそれらのニーズに応えてい

る。 

 年度区切りにおける転出・転入が集中する区域として、

本稿は大規模大学とその近隣地区に注目する。多くの場

合、大規模大学の近隣には学生が下宿し、卒業とともに

そのほとんどは転出する。一人暮らし用の家具・家電等

の循環のニーズは高く、商業ベースに乗る範疇について

はリサイクルショップがそれに応えていると思われる。

しかし企業のキャパシティを超えるニーズは学生ら個々

人が前述のオンラインサービスや個人間取引に当たらな

ければ満たされず、結果として多大な廃棄と新規購入が

行われている。 

 このミスマッチを埋めようと、各地の大学において大

学生協が事業の一環として中古家電の買い取り・販売を

行ったり、学生サークル等が非営利の引き取り・頒布サ

ービスを行ったりする例が見られる。ただし前者は生協

自らが行う新品の販売に競合するものであり、後者は学

生らの（特に長期休暇中における）自発的参加が必要で

あり、持続するのが難しいと考えられる。前者は生協の

経営判断によるところが大きいが、後者については合理

的な運営の仕組みを開発し、労力をはじめとする必要資

源を小さくすることで、各地での取り組みの普及と持続

に資すると期待される。 

 本稿は、大学の近隣に多くの学生が居住する筑波大学

をフィールドとし、家具・家電等の循環ニーズを満たす

取り組みを非営利のプロジェクト形式により試行した過

程を述べる。当該プロジェクトでは、運営側にとって費

用対効果の高い仕組みを志向し、各種の工夫を講じた。

この試行により得られた知見は、各地の大学コミュニテ

ィや同様の地域性を有するコミュニティにおいて応用が

可能であり、社会的課題である就学費負担軽減および循

環型社会化に寄与すると考えられる。 

 

事例研究 

 各地の大学では、卒業生等から不要品を引き取り新入

生等へ提供する取り組みが継続的に行われている。 

 以下に挙げる例はいずれも、一定の期間品物を引き取

った後、一日ないし二日間のイベントとしての「市」・「マ

ーケット」を開いて頒布すること、非営利のボランティ



 

 

アベースの取り組みであること、新入生の生活費負担軽

減と地球環境の負荷低減を目的としていることが共通で

ある。 

 

1. 名古屋大学下宿用品リユース市 1 

 名古屋大学では、毎年 3 月下旬の一日ないし二日間、

「名古屋大学下宿用品リユース市」が開催されている。

主催者は同大学環境サークルSong Of Earthのメンバー

を主とした学生有志による実行委員会であり、同大学が

後援して学内施設の使用を許可している。 

 同プロジェクトでは品物の引き取り方法として、運営

側が定めた日時に、提供を申し出た卒業予定者等の自宅

へトラック（運営側がレンタルし、運営メンバーの学生

が運転）で訪問して回収する方法と、提供者が学内の保

管場所に持ち込む方法の二つを設けている。品物の受け

取りを希望する新入生等に対しては、「市」開催日に品物

を並べた会場（同大学講堂）で希望を受け付け、同日の

抽選により受取人を決定する（抽選を経ず取得できる小

物等もある）。 

 

2. 新潟大学リユース市 2 

 新潟大学では、毎年3月末または4月頭に「新潟大学

リユース市」が開催されている。主催者は新潟大学環境

系サークルひまわり。家具・家電等の引き取り方法は名

古屋大学のものと同様（ただし日時は一定期間内で提供

者の希望に応じる）であるが、引き渡しは新入生を優先

とした有料の展示即売方式による。 

 

3. 金沢大学学生リユース市 34 

 金沢大学で毎年3月下旬に開催される「金沢大学学生

リユース市」の主催は、同大学ヨット部の学生からなる

団体「セカンドユース」である。新入生対象の展示即売

方式をとる。ヨット部が人員を出していることがユニー

クな点である。しかし同大学放送局の報道によると、

2018 年のスタッフ数は 2 人で、品物を軽トラックで回

収しさらに購入者への配達も行う。少数の学生が自動車

事故リスクも含め多大な負担をしている例と言える。 

                                                      
1 名古屋大学下宿用品リユース市実行委員会「名古屋大学下宿

用品リユース市」 http://reuse-nagoya.org/ 
2 新潟大学 環境系サークルひまわり「新潟大学 リユース市」 

http://www.geocities.jp/himawareuse/teikyo/shobun.html 
3 金沢大学学生リユース市 

https://reuse20xx.wixsite.com/mysite 
4 金沢大学放送局web-KURS 21日 リユース市開催(2018年3

月20日) 

http://www.crc.kanazawa-u.ac.jp/web-kurs/reuse-ichi-2018-1

01/ 

 

 以上のほか、大阪大学（大学の生活協同組合の学生委

員会が主体） 5、京都大学6、中央大学多摩キャンパス7な

どで同様の取り組みが見られるが、その形態はいずれも

似通っており、特筆すべき合理化策は確認できない。 

 

方法 

 以上の問題設定と先行事例に基づき、筆者らは筑波大

学において 2015年 1月から 4月にかけ、同大学の卒業

生および新入生を主対象とした家具・家電等リユースプ

ロジェクトの実証実験を行った。 

 なお、当該プロジェクト名は「3E EcoCycle（スリー

イーエコサイクル）」であり、これは2013年まで継続さ

れていたプロジェクト「3R+1 EcoCycle（スリーアール

プラスワンエコサイクル）」を踏襲したものである。本稿

では前者を「新エコサイクル」、後者を「旧エコサイクル」

と表記する。 

 

図１：マスコットキャラクター「えこさいくるん」 

（旧エコサイクルから継承） 

 

1. 実験環境 

 筑波大学は学生・教員・職員合わせて約 20,000 人が

在籍する大規模大学であり、毎年春には約3,000人（筆

者推定）が卒業・入学・異動・入退職によって入れ替わ

                                                      
5 大阪大学生活協同組合「リユースマーケット」 

http://www.osaka-univ.coop/GI/eco/reuse/ 
6 京都大学リサイクル市 http://kyoto-univ.eco.to/rm/ 
7 YOMIURI ONLINE（読売新聞）Chuo Online 卒業生の不

用品を新入生の必需品に 「リユース市」全国大学ゼミ初の研

究 

http://www.yomiuri.co.jp/adv/chuo/hakumon/2014summer05

.html 



 

 

る8。その多くは大学近隣に住む者であり、春にはいわば

「引越しラッシュ」の様相を呈する。それに伴い膨大な

量の家具・家電等が排出されるが、大学近隣には大型の

リサイクルショップが存在せず小規模の店舗が3軒立地

するのみである。 

 大学周辺の居住者にとっては次の行動が常態化してい

ることが観察される。 

①［転出者］引越しの際、家具・家電等をまだ使えるも

のであっても捨てる。 

②［転出者］不要な家具・家電等を処分する際に、リサ

イクルショップでなく違法な回収業者を利用する。 

③［転出者］不要な家具・家電等を、学生宿舎エリア内

に不法投棄する。 

④［転入者］新生活用の家具・家電等を新品で買い揃え

る。 

 近年は Twitter、LINE 等のソーシャルメディアが学

生の間で広く普及してきたため、それらを用いて不要な

品物の貰い手を募集して譲渡したり、上記②のような行

為が違法であることを啓発するといった動きも見られる

が、なお上記の行動が一般的と言わざるを得ない。 

 上記の行動の常態化により考えられる悪影響は次の通

りである。 

①学生の経済的負担：経済的に余裕の無い学生・家庭に

とって、新生活に必要な家具・家電等の購入は多大な

負担となる。9 

②循環型社会への逆行：家具・家電等の大量廃棄は、筑

波大学とつくば市が実現を公約する環境先進都市のあ

り方10に反するものである。 

③モラルハザード：大学関係者及び地域住民等の間で「粗

大ごみは学生宿舎エリアに投棄すればよい」という認

識が受け継がれ、いわば悪しき常識となっている。 

④負の教育効果：大学進学で初めての一人暮らしを経験

する多くの学生が、不適切な処分方法を当たり前のも

のと見なしてしまう。 

⑤違法業者の助長：前述の「違法な回収業者」を助長し、

違法な投棄や国外輸出のリスクを増す。 

 

2. 先行事例と対策方針 

 筑波大学では、2013年まで、学生主体のリユースプロ

                                                      
8 筑波大学HP 数字でみる筑波大学  

https://jp-ex.tsukuba.ac.jp/education/facts_figures/ 
9 現代は、家計の経済格差が年々顕著になり、学生の経済力が

低下傾向であることも踏まえると、リユース品のニーズはます

ます高まっていると考えられる。 
10 つくば3Eフォーラム 目的・組織 

http://eeeforum.sec.tsukuba.ac.jp/structure/ 

ジェクトが実施されていた。同プロジェクトは、主に次

の理由で運営が行き詰まり、休止となった。 

①プロジェクトの肥大化：冷蔵庫のような大型家電も取

扱い対象にする、レンタカーを調達して品物の提供を

希望する学生宅を訪問する、自前で Web サイトを構

築するなど、業務が肥大化した。 

②労働力の不足：多大な業務を、学生代表者組織11の事

務局メンバーを中心とした十名前後で賄っており、任

意参加による担い手が確保できなくなった。 

 ここから、持続可能なリユースプロジェクトのために

はプロジェクトの省力化と労働力の確保が必要といえる。

そこで「新エコサイクル」においては、次の点を対策方

針とした。 

①大型の家具・家電を取扱い対象外とする。 

②品物の集積拠点を設け、持ち込み・受け取り時の運搬

はユーザー側に任せる。12 

③Webサイトは自作せず、一般のブログサービスを利用

する。 

④プロジェクトの企画運営は少人数で行い、作業時に不

足する人手を提携した学生サークルから得る。 

 

3. プロジェクト運営体制・スケジュール 

 筑波大学において、数名の学生・院生と筆者は「3Ecafe

プロジェクトチーム」13という地域の環境都市化を推進

するためのチーム活動を行っていた。「新エコサイクル」

はそこで発案されたものであり、同チームの取り組みの

一つとして筆者が主導した。 

 プロジェクトを実施するに当たっては筑波大学の学生

支援GPプログラム「T-ACT：つくばアクションプロジ

ェクト」14の枠組みを活用した。これは学生の社会的ス

キル向上を目的に、学生・教員・職員による各種の自発

的プロジェクト活動を支援するものである。 

                                                      
11 筑波大学には、各学類等の代表によって構成される公式の学

生代表者組織「全学学類・専門学群代表者会議」が置かれてい

る。幹部を核とした事務局メンバーが執務室を拠点とし、運営

事務等を行っている。なお政治色は無い。 
12 広大な大学敷地の南北に分かれた学生宿舎エリアに一つず

つ集積拠点を設け、各拠点に集まった品物はそのエリアの入居

者に提供する。 
13 つくば3Eフォーラム 3Ecafeプロジェクトチーム 

http://eeeforum.sec.tsukuba.ac.jp/3ecafe/ 
14 筑波大学 T-ACT つくばアクションプロジェクト » T-ACT

って何？ http://www.t-act.tsukuba.ac.jp/t_act/ 

“「つくばアクションプロジェクト」は〔略〕文部科学省の募集

した「新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム」（通

称、学生支援GP）に採択されて開始されました。平成20年度

から4年間補助金を受け、これに大学側の自己資金を加えて展

開しました。” 



 

 

 「新エコサイクル」の活動スケジュールは下記のとお

り。プロジェクト開始以降、後述するように大学本部各

部署や学生サークル等の協力を獲得していった。 

 

【活動スケジュール】 

2014年末  

・取扱い対象品・引き取りについてのルールの策定（以

降随時見直し） 

・協力サークルの募集 

2015年1月 

・ポスター・チラシの制作 

・Twitter・Facebookでの情報発信本格開始 

・卒業予定者に向けた品物募集の広報を開始 

・各学類の新入生歓迎委員会との連携を開始 

・学生生活課に対し宿舎入居手続き書類へのチラシの同

封を申し入れ 

2月 

・ポスター・チラシの発出 

・Webサイト開設 

3月 

・学生・教員・職員へ品物の提供を呼びかけるメールの

配信 

3月23,24,26,27日 

・品物引き取り（協力サークルから学生が参加） 

・寄せられた品物を順次Webサイトに掲載 

3月末 

・品物への応募受付（～29日正午） 

3月30,31日 

・当選者決定・通知 

4月4,5日（学生宿舎入居日） 

・品物受け渡し 

・協力サークルの情報を載せた冊子の配布を開始 

4月6-10日 

・保管場所撤収 

 

4. 取扱い対象品・引き取りについてのルールの策定 

 「旧エコサイクル」の問題点を踏まえ、「新エコサイク

ル」においては取扱い対象を次のように表示した。 

 

【Webサイト・チラシ等での取扱い対象表示】 

一人で運べる程度の、機能や外観が良好な、次のもの 

・家具（例：一人用こたつ、折り畳み机、カラーボック

ス、カーテン） 

・家電製品（例：電子レンジ、炊飯器、ヘアドライヤー、

掃除機） 

・日用品（例：衣装ケース、〔略〕物干しハンガー） 

・衣類（例：コート、マフラー、ひざ掛け） 

・スポーツ用品（例：各種ラケット、使用回数の少ない

シューズ） 

・書籍・文房具 

・食器・調理器具 

・自転車（→大学が行う自転車回収をご利用ください） 

 

※提供する品物は、必ず清掃した上でお持込みください。 

※冷蔵庫、洗濯機、PC等の情報機器は対象外です。 

 

 第一に、「一人で運べる程度の」という条件を設けた。

これは引き取り・保管・受け渡しという一連のプロセス

において省力化するためである。 

 家具・家電に限らない幅広い品目について提供を呼び

かける一方、対象外品を明記し、大型家電や情報機器を

扱うリスクとコストを回避した。加えて、下記の案内文

を掲載し、適正な処分を呼びかけた。 

 

【案内文】 

 大型の家具や家電は、法令に則って「出張買取」を行

うリサイクル業者の利用を強くおすすめします。 

 家電等を無料で引き取ると言って巡回する不要品回収

業者を利用することは、環境省が禁じています。 

 

5. 協力サークルの募集 

 「新エコサイクル」では作業日に学生サークル等から

人手を得るために、インセンティブを提示して取引を行

うこととした。 

 筑波大学においては古参のサークルに対し新興のサー

クルが新入生へのPRをしにくい制度があることに着目

し、新興サークル等に対し、本プロジェクトが作成する

課外活動紹介冊子に記事を掲載する代わりとして作業へ

の人員派遣を求めた。 

 2014 年末から新興サークル等に掲載募集のメールを

送り、掲載希望サークルにはこの冊子を「新エコサイク

ル」Webサイトに掲載するとともに品物の引き取り手と

なる新入生に配布する計画であることを伝え、サークル

の広告効果のためにはプロジェクトの成功が重要である

ことを強調した上で、作業への協力を求めた。最終的に

掲載サークルは 20 団体となり、そのうちの多くから協

力が得られた。 



 

 

 

写真１：課外活動紹介冊子 

「エコサイクルプレゼンツ サークルガイド」 

 

 

 

図２：課外活動紹介冊子 記事例 

 

6. チラシ・ポスターの制作、Twitter・Facebookでの

情報発信 

 制作したチラシ・ポスターは、図３のとおり。チラシ・

ポスターに載せるのは主要な情報のみに絞り、詳細につ

いてはTwitterやWebサイトにアクセスさせるというの

が、筑波大生の生活文化に即することを踏まえた。 

 

 

図３：新エコサイクルチラシ・ポスターデザイン15 

                                                      
15 筑波大生にコミュニケーションツールとして浸透した



 

 

（上：卒業生・在学生向け、下：新入生向け） 

 

7. 大学側との折衝 

 「新エコサイクル」では、新入生への応募の呼びかけ

と引き取った品物の保管場所の確保について大学側の協

力を引き出した。 

 準備段階からの打診の結果、学生生活課の協力により、

学生宿舎入居手続き書類に新入生向けチラシ（図３下）

を同封することができた。 

 また、学生生活課および学生宿舎管理事務所の協力に

より、大学の南北それぞれの学生宿舎エリアの中心部に

品物の集積拠点を設けることができた。 

 

8. Webサイト開設 

 「新エコサイクル」の Web サイトは、一般のブログ

サービス「つくばちゃんねるブログ」にて開設した。そ

のメリットは次のとおりである。 

①記事作成や更新などの操作が比較的容易であり、必要

に応じ複数のメンバーが編集できる。 

②スマートフォンから記事を投稿できる。 

③閲覧者は会員登録など不要でコメントが投稿でき、管

理者はそれを非公開としたまま閲覧できる。 

 作成したサイトの掲載事項は下記のとおり。トップペ

ージにプロジェクトに関する全ての情報を記載し、品物

が集まり次第1点ずつ記事を作成した。新入生は欲しい

品物の記事にコメントを名前・メールアドレスとともに

投稿（サイト上には非公開）することとした。 

 

【トップページ掲載事項】 

 ①エコサイクルとは 

 ②協力サークルPRスライド 

 ③実施の流れ 

 ④取り扱う品物 

 ⑤対象外品のリユース・リサイクル案内 

 ⑥家具・家電など引越しごみの処分ガイド 

 ⑦応募受付品カテゴリ 

 ⑧Q&A 

 ⑨「3E」とは 

【品物記事掲載事項】 

 ①写真 

                                                                                     
Twitterのアイコンとアカウント名を目立たせる、大手リサイ

クルショップ・ブックオフグループのキャッチコピーに倣い「ご

提供ください」とする、対象の品目を列挙するのでなくジャン

ルと例を記載する、大学本部が行う自転車回収についても記載

するなどの工夫を加えた。 

 ②品名 

 ③寸法（大きめの家具の場合） 

 ④メーカー（家電の場合） 

 ⑤製造年（家電の場合） 

 ⑥備考 

 ⑦応募方法及び当選者決定と通知の方法 

 

9. 品物の提供を呼びかけるメールの配信 

 在学生・教員・職員を対象に、品物の提供を呼びかけ

るメールを配信した。通常このようなプロジェクトが全

学を対象にメールを届けることはできないが、教員によ

る特別の支援を得た医学医療系については、全ての学

生・教員・職員に配信された。 

 

10. 品物引き取り 

 学生宿舎やアパートからの退去が最も集中する3月下

旬の4日間、各拠点にて品物の引き取りを行った。受付

担当者は、提供者が訪れたら次の手順で品物を引き取る。 

①持ち込まれた品物が取り扱える対象か確認する。 

②提供者に、表計算シートへ ・氏名、・メールアドレス、・

品名 を記入してもらう。 

③品物1点ずつに取扱番号を書いた付箋を貼る。 

④品物1点ずつの写真を撮る。 

⑤必要に応じ寸法・メーカー・製造年を調べてシートに

記入する。 

⑥Webサイトに掲載する。 

 Twitterによる定期的な予告に加え、Facebookイベン

トページを開設して PR を行った。各日とも、Twitter

では随時引き取りの様子を、Facebook ではその日に集

まった品物の写真をまとめて発信した。 

 提供品の総点数は、168点であった（他に、抽選の対

象とせず宿舎入居日に自由配布とした小物類が多数あ

る）。提供者の総数は、引き取り場所で氏名を記入した人

だけで約 40 名であった（他に、付近に設置した回収箱

へ品物を提供した人が多数いる）。 

 

11. 応募受付・抽選 

 寄せられた品物は、引き取り日初日から随時 Web サ

イトに掲載し、前述のコメント機能により応募を受け付

けた。応募者数は145名、応募件数は延べ619件（複数

応募可）となった。 

 応募者から寄せられたコメントの一部を紹介する。 

 

【コメント】 

・実は、レンジが本当に必要です。留学生たちにそんな



 

 

に手伝ってくれてありがとう^_^。よろしくお願いい

たします。 

〔留学生からのメッセージ。家具・家電等のニーズが高

いことが伺われる。〕 

・電子レンジを買う予算が不安なので頂けると助かりま

す。 

・テレビは重要だと思いますが、予算の都合でどうして

も手に入りませんでした。是非欲しいです 

・この貧乏学生を支援してください！ 

〔経済的に余裕の無い学生からのニーズがあることが伺

われる。〕 

・こんなに素敵なものまで出されていることに驚きで

す！さすがえこさいくるんですね！ 

〔集まった品物の質への評価。新品同然の品物も寄せら

れた。〕 

・娘が今春、筑波大学に進学し、こちらで衣装ケースな

どを、頂きました。その際はありがとうございました。 

〔事後、新入生の親からも支持する声が寄せられた。〕 

 

 応募受付は 3 月 30 日正午にて締め切り、同日中に品

物ごと抽選を行って当選者を決め、翌 31 日に当選者へ

メールで通知した。 

 

12. 品物引渡し・配布 

 4 月初旬の学生宿舎入居日、当選者への品物の引渡し

及び小物類の自由配布を行った。当選者や小物類の希望

者には集積拠点に受け取りに来てもらうこととした。 

 しかし中には、品物を希望し当選の通知を受けたはず

の応募者が受け取りに現れない事例が散見され、自由配

布の品物を求めに来る学生もわずかであった。 

 

 

写真２：受け渡し日(4/5)の追越宿舎16号棟モデルルーム。 

品物を受け取りに来た新入生から、 

お菓子の差し入れも寄せられた。 

 

 

写真３：テレビを獲得した新入生（中央）と、 

プロジェクトメンバー。 

 

考察と展望 

 「新エコサイクル」は以上の成果を得た。この結果か

ら、次のことが指摘できる。 

 

1. “売却より寄附”のニーズの存在 

 当プロジェクトが十分な数の品物を流通できたのは、

“リサイクルショップに売って少額のお金を得るよりも、

無償で新入生に品物を提供したい”と思う譲り手が多く

いたからである。譲り手にとって、前者は売却行為だが、

後者は寄附行為として金銭に換算できない満足感が得ら

れるものと推察される。 

 

2. 貢献意欲の高い譲り手を対象に 

 譲り手の希望する日時に車で品物を引き取りに行くな

ど、譲り手のために便宜を図った「旧エコサイクル」と

異なり、「新エコサイクル」では運営側の指定した日時・

場所に品物を持参させ、譲り手側の主体的なコミットメ

ントを求めた。これにより、（“便利屋”として利用した

い譲り手ではなく）新入生に対する貢献意欲の高い譲り

手を集められたのではないかと考えられる。現に、商品

価値の高そうな年式の新しい家電が多数提供された。 

 

3. “副業”による労力調達 

 当プロジェクトは、新入生との接点があることを資源

として、それを活かした取引により学生サークルから協

力を得た。任意参加のプロジェクトとして家具・家電等

リユースに対するモチベーションの高いメンバーを多数

確保し続けることは困難であるから、こうした“副業”

を企ててビジネスライクに労力を調達する方法が有効で

ある。 



 

 

 

4. 展示即売方式より事前決定方式 

 他大学の事例では、貰い手にとって品物を並べた現場

を訪れて初めて何が入手できるかわかる展示頒布形式が

とられている。これでは、新入生らは希望する品物が得

られなければそこから行動を変えて買いに行かなければ

ならず、その不確実性は新入生らにとって負担である。

当プロジェクトでは新入生等に対し事前に何が貰えるか

（貰えないか）を通知することで、不確実性を排した。 

家具・家電のネット通販や大手量販店による予約販売

が浸透している現代においては、リユースにおいても事

前決定方式をとることが求められる。でなければ貰い手

側に「お金がかかっても確実に品物が入手できるほうが

よい」として避けられてしまうだろう。 

 

5. リサイクルショップとの住み分け 

 当プロジェクトでは、Webサイトやメールで卒業生ら

に対し大型の家具・家電は出張買取サービスのあるリサ

イクルショップの利用を促した。他方、リサイクルショ

ップでは扱われにくい学生宿舎特有の日用品を積極的に

扱った。プロジェクトの活動規模が限られる以上、後者

のようなユニークな機能に特化することが、費用対効果

の面で有益である。 

 

結び 

 当プロジェクトは、一般に多大な労力が費やされがち

な大学等における家具・家電のリユース活動について、

省力化の具体的方策を実証した。当プロジェクトは筑波

大学の特性に合わせて企画・運営したものだが、本稿に

示した方策を各地の大学や地域での取り組みに応用する

ことは十分可能と考えられる。 

 大学における家具・家電リユース活動は、長きにわた

り先輩から後輩へと受け継がれてきたものが多いようで

ある。近年ではネット通販やスマホアプリ等を介した個

人間取引が日常的になり、品物を安く簡単に入手できる

一方、家庭の経済格差により進学機会が奪われないよう

学生と家庭の経済支援・負担軽減が強く求められている。

時代は変われど、家具・家電リユースの必要性は持続し

ているのだ。 

各地での既存の取り組みが、従来のスタイルを継承す

るゆえに頓挫することのないよう、本稿の示す方策を取

り入れて持続的に発展することを願う。 
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〔終〕 
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